
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
合志市商工会（法人番号３３３０００５００３１５２） 

合志市（地方公共団体コード４３２１６４） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）事業者の経営実態を把握し事業計画策定により経営計画を立てること

で、その経営課題及び魅力を明らかにし、支援機関等との連携により個社

の魅力を高めることで持続的成長に繋げる。 

（２）早期の後継者育成、支援機関等との連携により事業承継基盤を構築する

ことで事業承継に対する早期対策に繋げ、事業承継を円滑に進めるための

支援を行うことで、地域の小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

（３）合志市の農産品等を活用した知名度・イメージの向上を図ることを目的

に、合志市で採れる多種多様な農産物等の地域資源活用や農商工連携、６

次産業化等の支援施策の活用や、市や関係団体との連携した取り組みによ

る「合志ブランド産品」の新たな創出と育成を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域内の経済動向と業種業態ごとの景況調査を行い、地域経済の実態把握

を行う。また、ビッグデータ等を活用した専門的な分析を取り入れ、小規模

事業者に対する支援の基礎資料とする。 

２．経営状況の分析に関すること 

地域内小規模事業者の持続的発展に向け、「財務分析」、「SWOT 分析」や必

要に応じて事業承継の現状についても分析を行い、今後の経営戦略の方向性

及び具体的な解決方法を探り、事業計画作成に繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営分析を行った全ての事業者を対象に、課題の解決を具体化するため、

事業計画策定セミナー等を活用し、外部有識者や各種支援機関の協力を仰ぎ

ながら事業計画の策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  策定した事業計画を着実に実行するためのフォロー体制を整え、事業計画

の進捗状況に応じた伴走型の指導を実施し、小規模事業者の持続的発展を支

援する。 

５．需要動向調査に関すること 

個社支援のノウハウを蓄積するとともに、地域のモデル事業所として今

後の支援に活用するため、需要動向の調査を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が提供する商品の認知度向上と販促活動の為、事前並びにフ

ォローアップ支援を含めた各種展示会、商談会への出展支援を実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地域経済の活性化に資するべく、行政や関係団体と連携をとり、これまでの

地域経済活性化に対する取り組みを検証・評価し、改善しながら戦略的・計画

性をもって継続的に取組んで行く。 

連絡先 

合志市商工会 

〒861-1104 熊本県合志市御代志 1661-1 

Tel：096-242-0733 FAX：096-242-0413 E-mail：kosisisk@tulip.ocn.ne.jp 

合志市産業振興部商工振興課 

〒861-1195 熊本県合志市竹迫 2140番地 

Tel：096-248-1115 FAX：096-248-1196 E-mail：syokou@city.koshi.lg.jp 
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【合志市産業の現状】 

①産業全体の現状 

   商工業者構成については、熊本県全体と比較すると建設業の割合が若干高く、製

造業、卸小売業の割合が若干低い。また、商工会員数については、5年前対比で、

全体で約 6％増加している。就業者推移を産業別でみると、第一次産業（農林水産

業）が減少傾向にある中、第二次産業（工業）、第三次産業（サービス業）の数が

伸びている。 

 [資料：2019年度商工会の現況] 

 

産業別就業者数推移 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 

総数 16,377 18,415 21,674 23,088 24,294 25,024 26,416 

第 1次産業 2,411 2,056 1,750 1,561 1,585 1,440 1,383 

第 2次産業 4,233 4,902 6,016 6,249 6,281 6,450 6,950 

第 3次産業 9,729 11,445 13,887 15,193 16,187 16,713 17,798 

分類不能 4 12 21 85 241 421 285 

[資料：平成 27年国勢調査数値] 

業種別内訳 製造業 建設業 卸小売業  飲食宿泊業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 合計 

商工業者数 88 214 347 138 288 134 1,209 

構成割合（合志市） 7.3% 17.7% 28.7% 11.4% 23.8% 11.1% 100% 

  〃  （熊本県） 9.2% 16.1% 30.5% 11.3% 23.1% 9.8% 100% 

小規模事業者数 63 186 231 77 243 120 920 

商工会員 

事業所     

H27 51 200 177 44 124 75 671 

H31 47 216 171 54 149 77 714 

構成割合  6.6% 30.3% 23.9% 7.6% 20.9% 10.8% 100% 
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②第一次産業の現状 

合志市は阿蘇の火山灰土が堆積し形成された自然豊かな広大な農地が広がる北部

地域において、多種多様な農産物が生産され農業県熊本において、農業産出額ベー

スで、熊本県内順位 12位となっている。 

また、合志市の農業において、耕種農業の割合は、43.5%、畜産農業の割合は 56.4%

となっており、農業産出額で見た合志市の農業は、耕種農業と畜産農業の両方でバ  

ランスよく構成されている。 

    
[資料：2016年 日本の農作物 販売促進サイト「ジャパンクロップス」] 

 

③第二次産業の現状 

合志市は三菱電機熊本工場や JT西日本原料本部をはじめ、セミコンテクノパー 

クや栄工業団地など 4つの工業団地が立地する工業地帯としての一面を持つ。九州

沖縄農業研究センターなどの研究機関を始め、国県の様々な機関が集まる地域であ

り、ＩＣなどの先端産業を担う企業も多く立地している。合志市の産業の構成比率

を付加価値額ベースで表すと、第二次産業である製造業が全体の約７割を占めてお

り、これは熊本県や国の比率割合でみても特出して高い数値といえる。また、産業

別事業所割合から見ると、合志市は人口増加に伴う住環境維持のためか、全国や県

の割合に比べて、建設業者が多いのも特徴であるといえる。（全国 9.3％、県 10％、

合志市 13.9％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[資料：平成 27年合志市人口ビジョン] 
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[資料：平成 26年経済センサス] 

 

④第三次産業の現状 

合志市における第三次産業の現状として、前述の付加価値額構成比率をみても分

かるとおり、国、県においては２割近くを占めている第三次産業である卸売業、小

売業が、合志市では１割を満たしていない。また、近隣自治体との比較でも、同業

種の割合が低く、消費先、勤務先としても人口流出に大きく影響している。 

理由として、合志市は市街化調整区域が大部分を占めており、商業用施設等の立

地が難しい側面がある事があげられる。 

また、隣町の菊陽町の大型ショッピングセンター「ゆめタウン光の森」を始め、

隣接した国道 387 号線沿い、県道 316 号線沿いなどにロードサイド型店舗等の出

店等競争環境が厳しくなっており、結果、合志市の商品別地元購買率を見ても分か

るとおり、購買層が市外に流出し、市内の衣食住・各種生活サービス等を提供する

事業所が低迷している要因となっている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[資料：平成 27年合志市人口ビジョン] 
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                        [平成 27年度熊本県消費動向調査] 

 

 

【合志市の産業振興における取組み方針】 

合志市は、市政全般にわたる様々な課題の解決を図り、長期的な市人口ビジョンの

実現を目的に、施策の対象をしぼって具体的な取り組みを示す指針として、下記の「合

志市総合計画」を策定している。 

その中でも、産業振興においては、平成２２年９月に「合志市中小企業振興基本条

例」を制定し、同１０月に合志市中小企業等活性化会議を設置、市内の中小企業の振

興について商工会を含め幅広い分野の意見を集約・検討を行い、様々な小規模事業者

支援を行ってきた。 

また、合志市では多種多様な農産物が採れ、それらを使った加工品も多く生産され

ているが、こういった産品の中から、郷土の特産品として推奨されるものを『合志ブ

ランド認証品』として認証することで、合志市の産品を広く多くの方に知ってもらい

愛用して頂くと共に、合志市の物産振興や知名度・イメージの向上に努めている。 

 

≪合志市総合計画（抜粋）≫ 

政策６．産業の健康 

■施策（26）農業の振興 

本市の基幹産業である農業の振興については、後継者の育成や経営力の強化、生

産品の価格安定対策を推進し、効率性を高める生産基盤の整備や関係機関との連携

強化を柱に、安定した所得向上に努めます。 

また、農業を核として付加価値の高い新たな特産品の開発や合志ブランドの確立

に取り組む活動、いわゆる６次産業化を通じて、新しい複合的な農業の振興を図り

ます。 

さらに、環太平洋連携協定（TPP）等の国際的な流れにも留意しながら、足腰の

強い農業の振興に努めます。 
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■施策（27）商工業の振興 

商工会を中心に、同業種間や異業種間の連携協力を図り、後継者の育成や生産・

流通基盤の確立、販売力の強化対策を推進するとともに、産学官金と連携した創業

支援を行います。 

また、工業については、将来にわたって安定した操業を可能とするため、立地企

業の必要に応じたインフラ整備や増設支援等の環境整備に努めます。 

 

■施策（28）企業誘致の促進と働く場の確保 

地元雇用に結びつく優良企業の誘致を推進することで、若い年代の定住促進やＵ･

Ｊ･Ｉターン者の就業機会の確保、雇用環境の充実を図ります。 

また、必要に応じて工業団地の整備や企業誘致のための環境整備を行い、企業の

投資を促し、更なる雇用機会の創出を図ります。 

 

 

【合志市の産業振興と地域経済活性化等に関するＳＷＯＴ分析】 

上記の地域特性、産業特性・産業構造等、地域の企業経営及び地域経営の状況を踏

まえ、地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みとインフラ整備、産業

振興施策等、経営環境の状況から事業環境の機会・脅威を整理すると以下のとおりで

ある。  

 

[強み] 

・市の施策で子育て支援が充実しており、住みやすさ九州 No．1のまちである 

・農業が盛んで果実･野菜の豊富な農産物がある 

・企業及び地区の後継者となり得る人材が増加傾向である 

（商工会青年部員数：H26部員数 53名→H31部員数 77名 24名増加） 

・行政との計画的・戦略的連携の取組みが活発 

・まちづくり会社「㈱こうし未来研究所」や地域商社「クラッシーノこうし」がある 

 

[弱み] 

・市街化調整区域が大部分を占め、商業用施設等の立地が難しく商店街もない 

・物産館・温泉館以外に観光資源が少ない 

・特産加工品、ご当地グルメが少ない 

・合志市認定の『合志ブランド認証品』があるものの地区外への浸透性が低い 

 

[機会] 

・消費地の熊本市への通勤圏（衛星都市）である 

・平成３１年３月、九州自動車道上熊本サービスエリア付近に北熊本 SICが開通した

ことにより新たな人流、物流の発生が期待出来る 

・市行政が中小企業振興施策の展開に積極的である 

・農業大学校、熊本高専、ポリテクセンターなど産学官連携可能施設が多い 
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[脅威] 

・近隣地域への大型 SC 等の出店により、購買の約 50％は市外へ流出している 

・観光地である阿蘇・菊池への観光ルートの通過点（単なる通り道）となっている 

 ・植木のスイカや阿蘇の農産加工品等、近隣市町村のブランドが対外的に有名である 

 

【合志市の課題】 

  地域や管内における産業別の状況、強み・弱み等を踏まえた課題については、大き

く分けて、地域の『生活支援関連産業[※]』が育っていない点と、農産品・特産品の

知名度不足の２点が挙げられる。詳細については以下のとおりである。 

 

[※]合志市並びに合志市商工会では地域住民の暮らしをサポートする衣食住・各種生

活サービスを提供する産業を総称して『生活支援関連産業』と定義している。 

 

①生活支援関連産業における課題 

当地域は「住みやすさ九州 No．1のまち」や「熊本市への通勤圏（衛星都市）」等

の利点が相まって、人口増加地域である事から、そこで生活する住民の暮らしをサ

ポートする生活支援関連産業の重要性は高いが、合志市は市街化調整区域が大部分

を占め、商業用施設等の立地が難しい地域である。更に、近隣地域に存在する大型

ショッピングセンター等の影響から購買の約 50％は市外へ流出しており、結果、地

域の生活支援関連産業が育っていない現状がある。 

 

②農産品・特産品における課題 

合志市は近隣の阿蘇市や菊池市など、豊かな観光資源を持つ地域があり、観光資

源が乏しい合志市は、観光者にとって単なる通り道となっている。 

そのような中、元来、合志市は農業が盛んな地域であり、果実・野菜等の多種多

様な農産物が生産されているが、近隣市町村の農産品や特産品ブランドと比較して

も知名度は低く、ご当地グルメも少ない。 

また、合志市においても、それらの農産品等を活用した加工品等の知名度・イメ

ージの向上を図ることを目的に合志市特産品地域ブランド推進協議会を設置すると

ともに、『合志ブランド認証制度』を創設し、郷土の特産品として推奨されるものを

『合志ブランド認証品』として認証している。しかし、この認証制度は、地区外で

の知名度は高いとは言えず、平成３１年３月に開通した北熊本 SIC により、今後、

農産業等における物流の効率化も期待できるが、その機会を活かしきれていないの

が現状である。 

 

 

【合志市商工会の取り組み】 

上記のような地域環境下において、地域の唯一の経済団体である合志市商工会は、

経営改善普及事業を中心として地域の小規模事業者の持続的発展のため行政や関係機

関と連携し、次のような各種指導支援事業等に取り組んできた。 
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①個社の事業計画の策定支援 

持続化補助金については、回を重ねるごとに事業計画の作成ノウハウが蓄積され、

直近の申請では７９．３％と高い採択率となった。これは地区内事業所の意識と知

識が向上されたことは何より、商工会としての支援体制が整えられたことが要因で

あると思われる。 この持続化補助金をきっかけに、経営革新計画やものづくり補助

金の申請に繋げたケースもあり、また、補助金に関係なく事業計画を見直したいと

いう問い合わせも増え、商工会への窓口来訪者も増加している。 

 

項目 Ｈ30実績 項目 Ｈ30実績 

小規模事業者持続化補助金 29件 先端設備導入計画 3件 

ものづくり補助金 5件 経営革新計画 2件 

事業承継補助金 1件  

 

②創業支援事業 

   合志市での創業者・創業予定者等に対して、合志市と連携して創業支援事業を実

施、事業計画の作成支援、創業セミナーの開催、合志市への情報提供などを行った。 

  項目 平成30年度実績 

創業支援回数（述べ回数） 104回 

創業セミナー受講者 27名 

新規創業者（商工会基幹システム登録件数より） 29事業所 

 

③その他、商工会がこれまで行ってきた主な事業等 

・中小企業者店舗等近代化融資金利子補給制度の実施（平成20年～継続） 

・商工会広報誌CIニュース発行（平成20年～） 

・情報化支援事業（ＰＣ講習会）の開催（平成20年～） 

・子供へのトイレ貸出事業「こまっトイレ」事業（平成22年～） 

・新入社員を対象とした合同入社式(研修会)（平成24年～） 

・共同受注事業「すまいアレコレこうしたい」の運営（平成25年～） 

・薬用植物甘草の調査研究事業(全国展開支援事業)（平成26年） 

・定例金融相談会の実施（平成27年～） 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

10年程度の期間を見据えて 

 当地域は人口増加、北熊本 SICの開設による交通利便性・地理的利便性の増加等に

より、今後の更なる経済発展が見込める地域である。 

それらの機会を小規模事業者のビジネスチャンスとして活用するためには、現状の

課題に向き合い、強みを活かした産業振興戦略が必要と考えられる。 

そこで、今後 10年程度の期間を見据え、以下のとおり小規模事業者の支援を行う。 
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①「住みやすさ九州 No．1のまち」として今後も増加が予想される地域住民の衣食住・

生活サービスを提供する「生活支援関連産業」の経営力強化 

・リーディングモデル企業の育成支援による経営力・企業力のボトムアップ  

・地域の消費力把握による生活支援関連産業の商品力・販売力の機能的強化・地産

地消のビジネスモデルの再構築  

・経済動向・経営動向に沿った生活支援関連産業の戦略的経営展開のための経営計

画策定及び計画推進 

・行政や地域内各種団体との更なる地域内連携と他地域の商工会等との地域外連携 

・若手経営者・後継者の意欲を伸ばす人材育成、事業承継支援 

・商工業の新たな活力と産業の底上げに繋がる、市や関係団体と連携した創業支援 

 

②地域資源を活用した物産振興への取り組み 

・農商工連携・６次産業化等、差別化が図れる地域特産品の付加価値モデル事業の

展開による関連企業の育成 

・経済動向・経営動向・需要動向に沿った顧客視点での計画的・戦略的な商工振興・

農業振興戦略 

・合志市や合志市特産品地域ブランド推進協議会との連携による独自のチャネル開

発による「合志ブランド産品」への支援 

 

「合志市総合計画」との連動性・整合性 

  合志市の中長期的な小規模事業者の振興のあり方として計画されている「合志市総

合戦略」において、施策（27）商工業の振興では、販売力の強化や後継者育成、創業

支援が謳われている。また、施策(26)農業の振興では特産品開発や合志ブランドの確

立が計画されており、今回計画している中長期な振興戦略については、全て合志市が

掲げる「合志市総合計画」と連動した内容となっている。 

 

合志市商工会としての役割 

当地域は人口増加地域である事から、住民の衣食住・生活サービスを提供する生活

支援関連産業への支援が重要である事は商工会としても認識しており、これまでも個

社支援事業は実施してきたが、それが継続的な伴走型支援には繋がっていなかった。 

そこで、今後、商工会として、近隣の大型商業施設の出店等競争環境が厳しくなる

中で、各機関とも連携しながら伴走型支援による個社の経営力強化を図る。 

また、合志市の強みのひとつでもある潜在的な後継者の増加を今後活かすべく、潜

在的後継者に対する育成や、事業承継ニーズのある事業所へのマッチング等、市や関

係団体等と連携して後継者育成並びに事業承継支援に努める。 

物産振興への取り組みについては、これまでも、各物産展等への紹介や持続化補助

金等をとおした物産品の販路開拓支援を行ってきたが、今後は、商品の需要動向等に

沿った個社支援や、関係団体との協議も積極的に行い、地域特産品の販路開拓を図る。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

中長期的な視野に立った合志市管内の小規模事業者の振興のあり方として「生活支

援関連産業支援」及び「合志市ブランド産品の育成」をテーマに、その実現に向けた

具体策として下記取り組みを強化していく。 

 

①個社の経営力強化支援 

「生活支援関連産業」関連等の事業者を中心に、経営実態を把握し事業計画策定

により経営計画を立てることで、その経営課題及び魅力を明らかにし、金融機関・

支援機関との連携により個社の魅力を高めることで持続的成長に繋げる。 

また、これまでの創業支援に加えて合志市の「創業支援事業」の特定創業支援事

業に参画し、他の支援機関との連携で関連情報の提供や創業しやすい環境づくりを

図る。 

 

②円滑な事業承継に繋げるための支援強化 

早期の後継者育成、他の支援機関等との連携による事業承継基盤を構築すること

で事業承継に対する早期対策に繋げ、事業承継を円滑に進めるための支援を行うこ

とで、地域の小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

 

③「合志ブランド産品」の創出と活性化への取り組み支援 

合志市の農産品等を活用した知名度・イメージの向上を図ることを目的に、合志

市で採れる果実・野菜等の多種多様な農産物等の地域資源活用や農商工連携、６次

産業化等の支援施策の活用や、市や関係団体との連携した取り組みによる「合志ブ

ランド産品」の新たな創出と育成を図る。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

本事業における目標を達成するため、地域の経済動向調査・需要動向調査やそれら

を踏まえた小規模事業者の経営状況の分析、それに基づく中長期的な事業計画の策定

支援、販路開拓などの事業計画の実施を支援するなど、小規模事業者の発達段階に応

じ、伴走型支援事業を講ずる。詳細な取組の方針として以下を掲げる。 

 

①個社の経営力強化支援方針 

・経済動向調査・需要動向調査等により外部環境を把握することで、小規模事業者

の経営課題と支援ニーズを明確にし、リーディングモデル企業の育成支援、地場

企業の経営力強化等による雇用の創出を目指す。 

・商工会全職員による窓口・巡回支援や専門家派遣の活用による伴走型支援を行い

小規模事業者の経営力の強化を支援する。 

・創業者・創業予定者を対象にした創業支援や、既存事業者に対する経営革新支援

などにおいても、経営分析に基づく事業計画作成やフォローアップなどの個別支

援を通じて、外部環境の変化に強く、安定した成長ができるよう小規模事業者の

経営機能など経営力の強化を支援する。 
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②事業承継に対する支援強化方針 

・事業承継ヒアリングシート等の活用による小規模事業者の事業承継に対する気付

きの為の支援を行う。 

・合志市においては企業の後継者となり得る人材が増加傾向であるが、この利点を

円滑な事業承継に繋げる為に、これまで計画的に行ってこなかった後継者等の現

状把握を行うとともに、事業承継計画作成支援を行う。 

・これまでも市や関係団体と連携した、全体的な事業承継セミナーは行ってきたが、

今後は各事業所の課題に応じた個別相談等を行うなど、セミナーをとおして、よ

り個社支援に軸足を置いた取り組みを行う。 

 

③「合志ブランド産品」の創出と活性化への取り組み支援方針 

・行政や他団体と連携した農商工連携や、６次産業化による商品開発並びに販売促

進を図る。 

・売れ筋データの収集や分析等の需要動向調査結果に基づく、市内の加工・販売・

飲食業者等のお土産品、ご当地グルメ等の商品開発と販路開拓を図る。 

・上記取組については観光拠点施設である「ユーパレス弁天」、「アンテナショップ

（クラッシーノこうし）」、並びに平成３０年にオープンした商業施設である「ア

ンビー熊本」とも連携し、既に整備済みの合志市ブランド認証制度により郷土の

特産品として推奨された『合志ブランド認証品』を有効活用する事で、効率よく

商品開発や販売促進、販路開拓と共に合志市ブランドの認知度向上と利用促進を

図る。 

 

以上、上記の目標を実現するためには商工会単独では実現不可能であり、市行政や

他機関・団体を含めた連携が必要になる。多様な支援機関との連携・支援ノウハウの

共有、外部チェック機能の強化を図り、商工会の強みである事業者に寄り添った伴走

型支援により、小規模事業者の地域での持続的発展及び地域活性化に取り組む。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］これまでは、全国商工会連合会の「小規模企業景気動向調査」に協力する程度

であり、分析・活用までには至っていない。 

［課題］事業者のニーズにあった地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析とそ

れらの情報の小規模事業者への提供や商工会における指導への活用が今後の課

題といえる。 

そこで、今回の計画においては、地域内の経済動向と業種業態ごとの景況観を

アンケート形式及び巡回によって聞き取ることにより、地域経済の実態把握を行

う。また、ビッグデータ等を活用した専門的な分析を取り入れ、小規模事業者に

対する支援の基礎資料とする。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

当地区において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーで効率的に

経済動向を把握し活性化するため、経営指導員が「RESAS」（地域経済分析システム）

を活用した経済動向分析を行い、年 1 回公表する。 

【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状や稼ぐ力等を分析 

・「流動人口」「消費の傾向」→需要の動向を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

②管内事業者の景気動向調査 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が

行う「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の

景気動向等について、年４回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 100社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービ

ス業から 20社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【独自調査項目】後継者の有無、継承方法、継承時期 等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］従来は、経営指導員の金融相談支援時等に財務分析を中心として経営分析を行

っていたが、これまでの支援については、非財務的な要因も踏まえた戦略的・計

画的に十分な経営状況の分析を行ってきたとは言えない。 

［課題］小規模事業者を取り巻く経営環境は厳しくなっており、そうした中で、小規模

事業者の財務状況や強み、弱み等、現状を深く知ることが必要となっている。 

そこで、今回の計画においては、相談者自身が見落としがちであった非財務的

視点、マーケティング的視点を導入し、地域内の小規模事業者の強み・事業機会

を踏まえた分析を専門家等と連携し実施する。 

 

（２）事業内容 

①経営分析希望者の発掘 

経営分析を行う事業者の発掘のため、経営指導員等による巡回や、窓口相談を介

して、意欲的で販路拡大の可能性の高い経営分析希望事業者の掘り起こしを行う。 

 

②経営分析の内容 

【対 象 者】①により選定した 80社 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「SWOT分析」の双方を行う 

≪財務分析≫売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性 

≪SWOT分析≫強み、弱み、脅威、機会 

【分析手段】経済産業省の「ローカルベンチマーク」や熊本県の「経営支援プログラ

ム」を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

また、代表者の年齢が 60 歳以上の事業者については、上記の財務分析、

SWOT分析に加えて、「事業承継ヒアリングシート」を活用し、事業承継の

現状について把握するとともに事業承継の取組の必要性について理解を

深める工夫を行う。 

 

≪参考：経営支援プログラム≫ 

熊本県の統一様式で、事業計画策定を行う際に自社の経営環境の把握、取り組

みの動機や背景、取り組みたいことなどを整理し、項目ごとに課題解決するため

に、計画の策定を行う。事業の整理や目標や資金面での計画などを立てる際に非

常に有効である。 

また、本プログラムに沿った計画による資金調達（熊本県の制度融資）におい

ては一部利率の低減措置（基準金利の△０．２％）がある。 

 

（３）成果の活用 

①経営分析結果をもとに、明確化された経営課題等を当該事業者へフィードバックし、

今後の経営戦略の方向性及び具体的な解決方法を探り、事業計画作成に繋げていく。

併せて、収益改善を図るため、融資や各種支援策の導入に最大限の効果が上げられ

るような事業計画の策定にも活用する。 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］これまでは金融支援をはじめ、経営革新、ものづくり、持続化補助金等申請者 

に対して、巡回指導及び窓口相談時に経営指導員が主となって個別に助言を行う

等受動的な取り組みであった。また、事業計画策定については、明確な経営戦略

が練られていないのが現状であった。 

［課題］事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していなかったため、計画実施の途 

中断念や目標に達することができず、事業の持続的発展が危ぶまれるケースが見

られた。そこで、今後はセミナー開催方法を見直すなど改善したうえで実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画は、環境変化に対応できる経営力の育成強化及び新たなビジネス機会の開

拓支援により持続的発展に必要である等重要性について説明しても理解を得られない

ことが多いので「事業計画策定セミナー」等の内容を工夫することでより理解してい

ただけるようにする。 

企業のビジネスステージに応じて事業計画ニーズは異なる。そのため、事業者に応

じた事業計画作成支援を行う。例えば、創業期には「創業計画」、成長期には「経営革

新計画」、経営の安定期には「経営強化計画」、事業承継期には「事業承継計画」、事業

衰退期には「経営改善計画」支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定セミナーの開催 

経営分析を行った全ての事業者に対し、その課題の解決を具体化するために「事

業計画作成セミナー」を開催する。 

【募集方法】当会ホームページ、会員事業所による郵送により周知・掲載する。 

【受講内容】事業計画書の作成ポイント、計画書の作成手順について等 

【実施回数】１回 

【受 講 者】８０名 

 

②事業承継セミナーの開催 

経営分析を行った事業所の中で、事業承継ヒアリングシートにより事業承継に関

する課題が明らかとなった事業所に対し、合志市や熊本県事業承継ネットワーク事

務局、熊本県商工会連合会と連携して、持続的経営を可能とする事業承継計画の策

定支援の為の「事業承継セミナー」を開催する。 

【募集方法】市の広報や、当会ホームページ、会員事業所への郵送による周知 

【受講内容】事業承継対策、事業承継税制、個別相談 

【実施回数】１回 

【受 講 者】１０名 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］これまで需要動向調査は地元業界の情報に詳しい方へのヒアリング程度で、小

規模事業者の個別商品レベルでの有益な需要動向の情報提供することが出来て

いなかった。また、合志市では地域ブランド認証制度により『合志ブランド認証

品』の認定が行われているが（認定者数１４事業所、認定商品２２品目）、消費

者に対する認知度は低く、需要動向も充分に行われていないのが現状である。 

［課題］今後は、これまで実施していなかった需要動向調査を行い、『合志ブランド認

証品』のブラッシュアップや新商品開発支援を行うことで個社支援のノウハウを

蓄積するとともに地域のモデル事業所として今後の支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

①特産品等消費者ニーズアンケート 

調査対象は、合志市ブランド認証制度により認定された『合志ブランド認証品』

を取り扱っている事業所より、特に意欲的な 5事業者程度を選定する。 

本会地域には商店街が存在しないため、消費者のサンプリングとして収集しやす

く、合志ブランド認定商品を取り扱っている「ユーパレス弁天」や「クラッシーノ

こうし」、平成 30年 10月に新規オープンした「アンビー熊本」内の物産館「志来菜

彩」を活用して、試食等によるアンケート調査等を行い、調査結果を分析したうえ

で上記事業者へフィードバックすることで、特産品に繋がる商品のブラッシュアッ

プや新商品開発に資する。 

【サンプル】50 人程度 

【調査手段】季節性を鑑み 6 月と 11 月の年 2 回、利用客に試食等をしてもらい、

経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート調査を行う。 

【分析手段】調査結果は、熊本県よろず支援拠点等の専門家に意見を聞きつつ、経

営指導員が分析を行う。 

【調査項目】≪飲食料品≫①味、②季節性、③硬さ、④見栄え、⑤大きさ、⑥価格 

⑦ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等 

≪工芸品等≫①実用性、②見栄え、③大きさ、④価格、⑤ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等 

【結果活用】分析結果は経営指導員が上記事業者に直接説明する形でフィードバッ

クし、更なる改良等を行う。 

 

≪参考：合志市内商業施設等概要≫ 

施設名 H30入込客数 特色等 

ユーパレス弁天 469,000名 
温泉施設や物産販売所を併用した施設 

月１の休館日を設けている 

クラッシーノこうし 359,000名 
H28.2にオープンしたアンテナショップ 

基本的には年中無休 

志来菜彩 ― 
H30.10にオープンした県内最大級の物産館 

基本的には年中無休 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］合志市商工会では、地域経済の活性化に資するべく、これまで「こうし市民祭

り」への出店や、「こうし夜市」の開催など、各種イベント等の取り組みを行っ

てきた。また、合志市においても『合志ブランド認証制度』を創設し、ご当地の

農産品等を活用した加工品等の知名度・イメージの向上に取り組んできた。 

［課題］これまでの商工会における取り組みは、一過性の集客イベントをとおした経済

活性化策のみであり、生活支援関連産業を含めた具体的な地域経済の活性化につ

いて、関係機関との協議や対応が十分とは言えなかった。また、合志ブランド認

証制度により認定された『合志ブランド認証品』の地区外における認知度は現状、

高いとはいえない。 

そこで、今後はこれまでの取り組みを検証・評価し、改善しながら行政や関係

団体との更なる連携により、地域経済の活性化に向けて、戦略的・計画性をもっ

て継続的に取組んで行く。 

 

（２）事業内容 

①「合志市中小企業等活性化会議」への参画（年３回） 

地域経済活性化を図る為の中小企業等振興における生活支援関連産業を含めた具

体的な振興策を協議するため、合志市内の民間企業の代表者、農業者、学識者（熊

本学園大学教授）、地元金融機関（肥後銀行合志支店）、合志市役所担当者などの関

係者が一同に会する協議会に、商工会も参画し意見具申を行い、今後の地域経済活

性化策を実現するための方向付けの一つとする。 

 

②「合志ブランド認証品」販路開拓の為の連携事業 

合志市役所や合志市特産品地域ブランド推進協議会、地域商社である「クラッシ

ーノこうし」と連携し、既に整備済みの「合志ブランド認証品」の販売促進支援に

結びつけるための協議を行う。（年３回程度） 

また、新たな「合志ブランド認証品」創出の為、上記団体や合志ブランドを取り

扱う事業所に加え、地元農業者、ＪＡとも連携し、豊富な農作物を活用した農商工

連携、６次産業化連携等による特産品の開発・販売促進支援を行う。 
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Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］これまでは熊本県商工会連合会の Webによる情報の共有化や研修会の実施、ま

た、管内の金融機関、保証協会、経営指導員等による金融懇談会や、税理士会と

の会議を開催し情報や経営支援ノウハウ の共有を図っている。 

［課題］今後は情報の共有のみではなく、専門化、複雑化する相談に対応すべく、他の

支援機関並びに他地区商工会職員との交流を深め、ネットワークを強化し支援ノ

ウハウの一層の向上を図る。 

 

（２）事業内容 

①熊本県経営指導員協議会城北支部会議等の開催による情報交換 

熊本県経営指導員協議会城北支部及び熊本県商工会職員協議会城北支部の会議等

において、各地域の小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ、支援の現況、支援の

進め方、支援体制等についての情報交換を実施する。（年４回） 

 

②合志市包括連携協定先との情報収集・交換 

市内３１企業が締結している包括連携協定により、年１回開催の「合志市連携協

定機関実務担当者会議（合志市内外の金融機関、教育機関、企業等）」において、地

域の諸問題等に関する情報収集並びに意見交換等を行い、本会における効果的な経

営支援に活用する。（年１回） 

 

③小規模事業者支援研修等への参加による情報収集・交換 

熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が支援機関を対象として開催する

小規模事業者支援研修等に参加し、国の施策や地域の需要動向を把握するとともに、

経営支援のノウハウや支援の進め方等について学ぶ。（年２回） 

 

④地元金融機関等との金融懇談会開催による情報収集・交換 

地元金融機関、県信用保証協会、日本政策金融公庫の担当者と融資実績や新制度

など年 1回情報交換を行い、小規模事業者に対しての資金繰り、改善計画、迅速な

支援についてデータベースを作成する。 （金融懇談会として年に 1回程度開催） 

 

⑤税務署・南九州税理士会との会議開催による情報収集・交換 

税務署、南九州税理士会等の会議を年１回開催し連携を密にすることで、適正な

税務指導を行なうための協力体制を構築する。  

（年 1回程度開催される南九州税理士会による協議会にて実施） 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］熊本県商工会連合会が主催する研修、中小企業基盤整備機構による大学校での

研修、国や県などの行政が実施する研修、税務関係などのその他関係団体が実施

する各研修に、経営指導員等が年間１回以上参加し、Web研修や効果測定におい

て各自でスキルアップを図り、効果的な支援能力の向上を目指してきた。 

［課題］これまでは、個のスキルアップに重点を置いており、個人のスキルをチームと

してフィードバックする仕組みがこれまでになく、個のスキルをチームとして活

用できるシステムが必要である。特に商工会内部の OJTへの取り組みが弱く、OJT

による小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得が課題である。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び経営支援員の支援能力の一層の向上のため、熊本県商工会連合会

が主催する「経営支援能力向上研修会」や中小企業庁が主催する「経営指導員研修」

に対し、計画的に経営指導員等を派遣する。 

小規模事業者の経営や支援制度に関する最新情報、小規模事業者の売上拡大、経

営力強化等に向けた支援ノウハウ等を習得する。特に、これから必要とされる事業

承継や事業継続力強化、あるいは AIや FinTech等の知識の習得に注力する。 

 

②OJT制度の導入 

経営指導員と経営支援員とがチームを組成し、窓口相談や巡回指導の機会を活用

した OJTを積極的に実施し、組織全体として実務面で支援能力の向上を図る。 

 

③職員間の定期ミーティングの開催 

研修会等へ出席した経営指導員、経営支援員が講師を務め、研修で習得した内容

を共有するためにミーティング（月１回）を開催し意見交換等を行うことで職員の

支援能力の向上を図る。 

 

④各情報のデータベース化 

担当職員が熊本県商工会連合会の基幹システムに、適時・適切にデータ入力をす

ることで、支援中の小規模事業者の状況を職員全員が情報共有できるようにするこ

とで、担当職員が不在等でも対応ができるようにする。 
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１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

［現状］現在は事業の評価に関する仕組みづくりは行っていない。 

［課題］今後はその仕組みづくりを行い、事業の評価・見直しを行っていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

毎年度、本計画の事業の実施状況及び成果について、ＰＤＣＡサイクルに基づく事

業の、目標・計画作成、計画の実施、事業の成果・評価及び見直しをするため、下記

の方法により経営発達支援事業の推進における仕組み・体制の構築とそれに基づく実

施を行う。 

 

①内部評価 

   正副会長・部会長・監事・事務局長・法定経営指導員・経営指導員をメンバーと

する「内部評価委員会」にて内部評価を年１回以上実施し経営発達支援事業の進捗

状況等について検証する。 

②外部評価 

   内部評価にて評価・検証した内容を外部有識者（中小企業診断士）２名、合志市

商工振興課長、合志市商工振興課担当職員、法定経営指導員をメンバーとする「外

部評価委員会」を年１回以上実施し経営発達支援事業の進捗状況等について評価を

行う。 

③評価結果の公表 

   外部評価委員会での評価結果を理事会にてフィードバックした上で、事業実施方

針に反映させるとともに、本会ＨＰにて公表し地域小規模事業者が常に閲覧可能な

状態とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年６月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名：松永 透 

  連絡先：合志市商工会 TEL 096-242-0733 

  氏 名：上本 泰明 

連絡先：熊本県商工会連合会 TEL 080-8590-0757 

     

②法廷経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

熊本県商工会連合会は、経営発達支援事業の実施に係る指導・助言や目標達成に向けた進捗管理

を行う責任者としての立場に加え、事業承継や熊本地震からの復旧復興支援の対応を行うため、令

和元年度に全国で初めて６名の特任経営指導員を配置した。令和２年度には５名増の１１名体制に

充実させ、商工会ごとに法定経営指導員として選定している。 

特任経営指導員は、日常的に担当地区内の商工会を巡回し、事業計画策定支援等、特に高度な助
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言が必要となる場合は、各商工会の経営指導員等と連携、協力しながら、直接支援対象先に対して

の指導・助言を行っている。また、目標の達成に向け、各商工会所属の法定経営指導員と共に事業

の進捗管理を実施しつつ、更に特任経営指導員が広域で複数の商工会における管理及び支援に関与

することで、効率的、効果的に経営発達支援事業を実施している。 

以上のことから、法定経営指導員２名を配置する。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

〒861-1104 

熊本県合志市御代志 1661番地 1ルーロ合志 101 

合志市商工会 

Tel（096）242-0733 FAX（096）242-0413 

E-mail：kosisisk@tulip.ocn.ne.jp 

 

②関係市町村 

〒861-1195 

熊本県合志市竹迫 2140番地 

合志市産業振興部商工振興課 

      Tel（096）248-1115 FAX（096）248-1196 

      E-mail：syokou@city.koshi.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

・調査費 

 

・専門家派遣費 

 

・セミナー開催費 

 

・商談会・展示会開催費 

 

・会議費 

 

400 

 

400 

 

500 

 

500 

 

200 

400 

 

400 

 

500 

 

500 

 

200 

400 

 

400 

 

500 

 

500 

 

200 

400 

 

400 

 

500 

 

500 

 

200 

400 

 

400 

 

500 

 

500 

 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

自己資金（会費等）、国補助金、県補助金、市補助金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 


